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感染症と私たちの生活
放送大学愛媛学習センター

客員教員

野本百合子

世界保健機関（以下、WＨＯ：World Health Organization) は、2019年12月に中国
の武漢市で発生した肺炎の集団発症が、新型コロナウイルスによる感染症だと発表し
ました。この感染症は、瞬く間に世界中に拡がり、米国ジョンズ・ホプキンス大学に
よると、2021年４月30日現在、世界の感染者数は１億５千万人を超え、死者数も300万人を超えたとされま
す。わが国も未だ感染拡大を抑えられず、2020東京オリンピックを１年延期したにもかかわらず、開催が危
ぶまれる状況にあります。
感染症は昔から多くの尊い命を奪い、人々に恐れられてきました。人類は科学の力を結集して原因を特定
し、治療薬やワクチンを開発してきましたが、その戦いは終息を見せません。唯一、1980年にWＨＯは天然
痘の根絶宣言をしましたが、その他の感染症は根絶どころか、新興感染症が発生したり、変性したウイルス
によるパンデミックが発生したりしています。
パンデミックの一因は、交通網の発達と考えられています。外国への移動手段が船しかなかった時代は、
日本からアメリカまで数ヶ月をかけて移動していましたが、今では飛行機を使うと、半日から１日程度あれ
ば、アメリカ本土まで行くことができてしまいます。移動時間より感染症の潜伏期間の方が長く、感染に気
づかないまま世界中どこへでも移動できることにより、パンデミックが発生しているのです。便利な生活の
追求が、皮肉にも感染症との戦いを引き延ばす要因になっているというのは皮肉なことです。
細菌も、ウイルスも肉眼では見えません。実は、漫画「もやしもん」の主人公、沢木君のように目に見えて
しまうと、とても平常心ではいられません。何しろあらゆる場所に細菌やウイルスは、ウヨウヨしているの
ですから。しかし、すべてが有害ではなく、中には有益な働きをする菌もいます。感染症予防の観点から大
切なことは、人体に有害な細菌やウイルスを多量に体内に取り込まないこと、それしかありません。医療現
場では、標準予防策
（SP：Standard Precaution）と呼ばれる対策が行われており、その基本中の基本が「手指
衛生｣､すなわち「手洗い」です。まずは丁寧に手を洗うこと、これが何よりも効果的な予防策です。また、
今では医療現場だけでなく、日常的にも必須になったマスクですが、個人防護具（PPE：Personal Protective
Equipment）と呼ばれ、これには、手袋やガウン、ゴーグル、フェイスシールドなども含まれます。身近に
なった個人防護具ですが、扱い方を間違えると、逆に有害な細菌やウイルスを取り込む機会となって感染症
を拡げてしまうことがあります。特に、個人防護具は装着時より、取り外す時に注意が必要です。機会があ
れば、注意点などを公開講座でお話ししたいと思っています。
「アフターコロナ」という言葉が聞かれますが、私たちの生活を感染症から完全に切り離すことは、おそ
らく永遠に不可能です。自分の身を護るには、誰かに護ってもらうのではなく、自ら身を護る正しい方法を
身につけることに尽きるのではないでしょうか。皆様、感染症には、ご注意下さい。
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令和２（2020）年度
第２学期

卒業証書・学位記授与式

令和２年度第２学期 放送大学愛媛学習センターでは、大学院１名、教養学部
48名、合計49名の方が卒業されました。教職員一同よりお祝い申し上げます。

【大 学 院】
生活健康科学プログラム……１名

【教養学部】
生活と福祉コース……13名
心理と教育コース……10名
社会と産業コース……11名

人間と文化コース……７名
自然と環境コース……３名
情報コース……………４名

放送大学愛媛学習センターでは、４月４日㈰午後
１時から、愛媛学習センター講義室にて、令和２年
度第２学期「卒業証書・学位記授与式」を実施しま
した。授与式では、卒業生49名のうち、大学院１名、
教養学部27名が出席し、それぞれの代表の方へ卒
業証書・学位記が授与されました。
そして大学院生代表として「生活健康科学プログ
ラム」を修了された西山里枝さんより、学部生代表
として「心理と教育コース」を卒業された丸岡友菜
さんより、謝辞が述べられました。
また、同日に予定しておりました令和３年度第１
学期「入学者の集い」につきましては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、残念ながら中止と
させていただきました。
入学生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
−２−

名誉学生

特別表彰

放送大学教養学部全てのコースを卒業された、
合田夙さんと清水克子さんには多年にわたって修
学を継続した意欲的な学習者として「名誉学生」
の称号が授与されました。
これで愛媛学習センターの名誉学生は５名とな
りました。

合

田

清

水

５回卒業

夙 さん
克

愛媛学習センターでは、教養学部の３
つ以上のコース（または専攻）を卒業され
た方々に対して、長年にわたり高い学習
意欲を持ち続け快挙を達成したことを顕
彰するため、卒業証書・学位記授与の後
に引き続いて「特別表彰」を行っています。
令和２年度第２学期の特別表彰者は16
名でした。

藤江

子 さん

義輝 さん・渡邊

一美 さん

４回卒業
池田久美子 さん・井下
中井惠美子 さん・松井
松本
正 さん

裕子 さん
照江 さん

３回卒業

名誉学生

崎山ミハル さん・瀧野 起一 さん
寺尾 健蔵 さん・戸井田斎子 さん
野﨑 敏彦 さん・松森 温子 さん
和田 征志 さん

清水克子さん

卒業証書・学位記授与式に参加して

卒業生のことば
コロナ禍に卒業証書・学位記
授与式を挙行していただき感謝
しています。この１年面接授業
もなくなり、１年振りに学習セ
ンターに来ました。自宅で一人
で勉強していましたが皆様と久
しぶりにお会いできて心温かく
なりました。 （70代・女性）
諸先生方、愛媛学習センター
のみなさま、にぎたつ会同窓会
のみなさまに長い間支えていた
だき今日の日を迎えることがで
きました。心からお礼と感謝を
申し上げます。（70代・女性）

放送大学の学生として、一定
の学科、課程を学び終え卒業の
日を迎えました。一つの節目が
終わり、又新しい節目に向かっ
ての飛躍を目指します。
（70代・女性）

かけがえのない場所と友人に
出会いましたことを深く感謝い
たします。
ありがとうございました。
（70代・女性）
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前の大学を卒業してから約30
年間ずっとやり残した気持ちを
もち続けていました。その気持
ちを原動力にして、卒業研究に
取り組み、文字として表現した
ことにより、新たな希望が見つ
けられました。今はご協力いた
だいた皆様に感謝の気持ちでい
っぱいです。ありがとうござい
ました。
（50代・女性）
４年間で卒業したいと思って
日々頑張りました。その通りに
なったので嬉しかったです。
（20代・女性）

2021年度
第１学期

単位認定試験について（自宅受験）

単位認定試験期間

2021年7月13日㈫〜20日㈫

試 験 の 流 れ
受験票・解答用紙・返送用封筒・受験方法詳細の案内を受け取り
６月末に発送予定です。７月６日㈫までに届かない場合は、放送大学本部へ
お問合せください。
〈電話（総合受付）：043−276−5111〉
※『受験票』と『解答用紙・返送用封筒・受験方法詳細』は別々に届きます。

試験問題を入手
試験問題の入手方法
①放送大学ホームページ

https://www.ouj.ac.jp/ のリンクから

（期間中は何度でも閲覧可能。
印刷も可能です。）
※試験問題公開ページへのアクセスには「ユーザー名（ＩＤ）」と「パスワード」が必要です。
「ユーザー名（ＩＤ）」と「パスワード」は６月末に大学本部から発送する解答用紙一式に同封の
文書「受験方法詳細」に記載しています。

②コンビニのプリントサービス（有料）で印刷
※各コンビニエンスストアでの利用方法や印刷に必要な予約番号等については６月末発送の解答用
紙一式に同封すると共に、システムWAKABA上にて公開いたします。

自宅等で答案を作成

郵 便 で 提 出

成績発表

８月下旬

７月20日㈫必着 ※消印有効
※解答用紙を返送用封筒に入れて本部へ返送
※事前に郵便局の窓口の営業時間や、ポスト投函を利用する
場合は集荷時刻及び消印日付を確認してください。

【開催中止】卒業研究ガイダンス・大学院ガイダンス・特別講演会について
2021年６月20日㈰に予定しておりました「卒業研究履修ガイダンス」及び「大学院修士全科
生入学希望者ガイダンス」ならびに「特別講演会」につきましては、新型コロナウイルス感染
症の影響により対面での実施が困難であるとの判断から、開催を中止することとなりました。
ガイダンスの代替として、説明資料を愛媛学習センターのホームページに掲載しています。
卒業研究の履修を検討されている方、
大学院への進学を検討されている方は、
ぜひご覧ください。
また、ご不明な点等ございましたらお気軽に愛媛学習センターまでご連絡ください。

−４−

２０２１年度第2学期にむけて必要な手続きについて
2021年10月以降も学籍がつづく方

2021年9月末で学籍がなくなる方

●2021年10月以降も学籍がつづく方に次学期の科目
登録のための『科目登録申請要項』が、大学本部
より７月中旬頃送付されます。
●『科目登録申請要項』
が科目登録申請開始の８日前
（８月７日㈯）になっても届かない場合、あるいは
紛失した場合は、大学本部
（℡043−276−5111（総合
受付）
）にご連絡ください。

【科目登録申請手続き】
重

●2021年度第1学期末に卒業見込みの方は、大学本
部より送付される文書により卒業となるかを確認
するか、システムWＡＫＡＢＡ「教務情報→履修
成績照会」
で成績を確認の上、
出願してください。
●2021年度第１学期末で在学期間満了になる方に
は、大学本部より「継続入学関連書類」が送付さ
れます。
（７月中旬予定）

【継続入学手続き】

『学生生活の栞』
（学 部）P.60〜
（大学院）P.56〜

『学生生活の栞』
（学 部）P.94〜
（大学院）P.89〜

次学期もひきつづき学習を希望される場合は、期間
内に出願手続きをおこなってください。

要

◆科目登録申請は、以下の①または②のどちらか1
つの方法でおこなってください。①と②の重複申
請はできません。
◆2021年度第１学期に新規登録した科目で、以下に該
当する場合は、科目登録をおこなわなくても2021
年度第２学期に再試験を受けることができます。
（休学中除く）
通信指導不合格、未提出
単位認定試験不合格、未受験

①システムWAKABA
「教務情報」
→
「科目登録申請」
から手続き
期間 2021年８月15日㈰ 9:00
〜８月31日㈫ 24:00

重

要

◆面接授業の登録を希望する方
☝以下の期間と条件を満たす場合のみ、学期当初
からの面接授業を登録することが可能です。
期間 2021年８月15日㈰ 9:00
〜８月31日㈫ 24:00
条件 システムWAKABAから出願
放送授業科目またはオンライン授業科目を
１科目以上登録（面接授業のみの登録はできません）
◆再試験の受験資格を得るためだけの出願の場合
は、新規科目登録は不要です。
（所定欄に記入の必
要あり）

①システムWAKABA
「教務情報」
→
「継続入学申請」
から手続き
期間 2021年６月10日㈭ 9:00
〜９月14日㈫ 17:00
☝面接授業の登録を希望する場合は、決められた
（上記【重要】を参照）
期間におこなってください。

「科目登録申請」

☝システムWAKABAに操作マニュアルがありま
す！【キャンパスライフ】
→
【学習案内】
→
【科目登
録申請案内】の『科目登録申請操作説明ガイド』
をご覧ください。

②郵

送

『科目登録申請票』を郵送
期間 2021年８月15日㈰
〜８月30日㈪ 本部必着

「継続入学申請」

②郵

送

『継続入学用出願票』または
「出願票他提出書類セッ
ト」
内の『出願票』を郵送
期間 2021年６月10日㈭〜９月14日㈫ 本部必着
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新
城

戸

茂

任
（きど

の

しげる）

挨

拶

先生

2021年度から客員教員に就任いたしました。よろしくお願いいたします。私は、公立学
校教員を20年間、教育委員会の指導主事を７年間、文部科学省教科調査官・総括研究官を
４年間務め、学校現場や教育行政の経験を生かしながら大学での教員養成に取り組んでい
ます。専門は教育学で、現在、教員を目指す学部生のほか、小・中・高等学校の現職教
員の方々と学部卒業生が共に学ぶ大学院教育学研究科（教職大学院）というところで、
生徒指導や特別活動に関する講座を担当しています。これからの教育においては、自分
の価値を認識するとともに、相手の価値を尊重し、多様な人々と協働しながら社会の変
化に対応しつつ様々な課題に柔軟に対応していく資質や能力を、学校・家庭・地域が連
携を図りながら育成していくことが求められています。こうした教育の在り方について、
体験活動の側面からアプローチしていきたいと考えています。
これまで、何度か放送大学の講座でお話をさせていだく機会がありました。幅広い年齢
層の方々が受講されていますが、年齢に関係なく、学ぶことに対する熱意を持たれた方が
多く、共に学ぶことの楽しさを私の方が教えていただきました。学びに対する熱意と様々
な経歴をもった幅広い年齢層の方々が集う放送大学の強みを生かしながら、豊かな学び
の輪を広げていきましょう。

高

橋

千

佳

（たかはし

ちか）

先生

2021年度より客員教員に就任いたしました。専門は第二言語習得理論で、特に、第二言
語、つまり、外国語を習得する際に学習者間の違いを引き起こす心理的要因に興味があり
ます。この分野に興味を持ったきっかけは、ＮＨＫのテレビやラジオ英語講座番組制作の
仕事をしていた時に、講座で何年も学習を継続する人がいる一方、多くの人はなかなか
学習が続かないのはなぜか、疑問に思ったことでした。そして、学習の継続にはどうも
「動機づけ」といわれるものが関わっているようだということがわかりました。高い習
熟度に達するのに長い時間がかかる外国語学習では、この「継続」という要素が非常に重
要です。ただ、学んでいる外国語を使う機会があまりない環境で、特に強制力もないよ
うな場合、その継続はなかなか難しいとも思います。動機づけをはじめとして、学習を継
続して高い習熟度に達する手助けとなる鍵をいろいろな角度から探しているところです。
外国語の習得は、簡単でないからこそやりがいもあり、学習の成果をコミュニケーショ
ンという場で実感することもでき、長い期間取り組む中で学習が楽しいと感じられるので
はないかと考えています。出身地の愛媛で、皆さんと一緒に外国語の習得について様々な
観点から考察していけることを楽しみにしています。

松

枝

直

人

先生

（まつえ なおと）

４月からの就任です。愛媛大学農学部の環境保全学コースで、化学系の科目を担当して
います。熊本市に生まれ育ち（福岡市を経て）松山市に来てから、もう35年以上になりま
す。夏目漱石も松山市と熊本市に住みましたが、私は順序が逆のため大成しなかったよう
です。大学の理学部で化学を専攻していたため、農学部に移ってから、化学の立場から
環境の保全について研究してきました。
環境中の「土」は身近な存在ですが（都市部ではそうではなく触ったこともない学生も
います)､その化学的な側面はあまり知られていません。土はカリウムイオンやリン酸イオ
ンなどの養分を吸着・保持して植物に供給する能力があります。酸性雨の中の水素イオン
を吸着して中和します。放射性セシウムを強く吸着・固定することで、地下水から河
川・海洋への汚染の広がりを抑制しました。このように、土は農業のみならず、人知れ
ず環境の保全にも役立っているのです。
このような土の能力は、含まれる「粘土鉱物」に起因します。類似のものに「ゼオライ
ト」があります。そこで、粘土鉱物やゼオライトを活用して、水の中の大腸菌や重金属を

−６−

「簡単に」殺菌したり取り除いたりするための「ツール」を作成する研究を行っています。
これは、飲み水の中の大腸菌が原因で亡くなる人が、今でも毎年数十万人に上り、そのほ
とんどが途上国の貧しい人々だからです。環境や水、ＳＤＧｓについて、皆さんと学んで
いきたいと思っています。

事務職員
横

田

裕

一

（よこた

新任の挨拶

ゆういち）

はじめまして、４月１日より事務長を拝命しました横田裕一と申します。この４月まで
愛媛大学に勤めて定年退職となりましたが、ご縁があって愛媛学習センターで勤務するこ
ととなりました。どうぞよろしくお願いいたします。
放送大学での勤務は経験がなく右も左もわからない状態ですので職員はもとより学生の
皆様に多々、ご迷惑をおかけすると思いますがご容赦、ご指導をお願いいたします。
なお、放送大学の受講経験は約20年前に当時、徳島大学で勤務していたときに職員研修
として５科目ほど勉強させていただきました。学んだ内容はすっかり忘れてしまいました
が、久しぶりに勉強してしんどかったことを懐かしく思い出しました。今後は学生として
も復帰したいと考えていますので、皆様と共にたのしく学んでいけたら幸いです。よろ
しくお付き合いのほど併せてお願いいたします。

上

村

美智子

（うえむら

みちこ）

４月１日より愛媛学習センターでお世話になっております上村です。
主に教務関係を担当しています。
勤務し始めてまだ日が浅いですが、学生さん達の勉強に対する意欲や熱意に感動し、自
分ももう一度何かを学び成長したいなと思うようになりました。
まだまだ放送大学についてわからないことだらけですが、皆様に助けていただきながら、
精一杯がんばりたいと思います。
これからどうぞよろしくお願いいたします。

事務職員
宮

内

恵

美

（みやうち

退任の挨拶

えみ）

視聴学習・図書室担当の宮内です。５年間ありがとうございました。
来た当初はまさか世の中がこんな風になるなんて、想像もできませんでした。図書室では現在も利用制限中
で学生の皆様には大変ご迷惑をお掛けしております。まだまだ大変な世の中ですが、どうぞお体に気を付けて
お過ごしください。
いままで本当にお世話になりました。

2021年度第1学期

客員教員出勤時間のお知らせ

各客員教員の出勤予定時間は下記のとおりです。客員教員が学習上の相談等に応じていますので、事務室窓口にお問い合わせください。

城戸

茂 岡野

毎週火曜日
13時〜16時

大 高橋

毎週水曜日
15時〜18時

千佳 相模

健人 野田

裕久 松枝

直人 野本百合子 渡部

保夫

毎週水曜日
毎週木曜日
毎週木曜日
毎週木曜日
毎週金曜日
毎週金曜日
9時半〜12時半 9時半〜12時半 9時半〜12時半 9時半〜12時半 9時半〜12時半 9時半〜12時半

−７−

「にぎたつ会」
からのお知らせ
コロナ禍の中で学友会としての活動が出来ていないことをお詫び申し上げます。坊ちゃ
ん３月号で愛媛学習センターでの総会の開催を告知しましたが、昨年に引き続き書面総会
になってしまいました。当面は機関誌まどんなの発行を３回から４回に増やし、できる限
り学生目線に立った記事を会員に届けます。そして、活動再開が許される状態になりまし
たら、にぎたつカフェや研修旅行などを企画していきます。サークル活動再開まで自粛で
すが、今こそ通信制の放送大学の良さを見直しＷＥＢで出来ることを有効活用し、笑顔
でまたお会いできることを楽しみにしております。

同

窓

会

便

り

令和3年度の行事計画
１．折り紙教室 毎月第３火曜日13時30分〜教材準備室ほか
今年度は､｢床の間を飾る」と題して昔慣れ親しんだものをテーマとして取り上げながら季節感
のあふれるものを取り上げたいと考えています。
２．

道
６月13日㈰、９月26日㈰の２回に分けて、石手寺から比翼塚まで古代のロマンに想いを馳せな
がら歩いてみたいと思います。

３．忽那七島クルージング
11月21日㈰船上で歓談しながら、古代から中世の歴史を学ぶ。
４．⑶淡路ヶ峠 登山
令和４年３月27日㈰
詳細は、センターＨＰ:https://www.sc.ouj.ac.jp/center/ehime/about/circle.html（同窓会）
又は、愛媛学習センター電話089−923−8544、行事担当役員（友近）080−4037−4196までお問い合わ
せ下さい。

クイズ（解答・問題）
Ｑ：松山城にはほかの天守には見られないものがあり､｢松山城の七不思議」と云われています。
いくつご存知ですか？

Ａ：①櫓にも鯱がある。 ②櫓にも高欄がある。
③武者走り以外各部屋はすべて二重天井になっている。 ④武者り
以外、畳の間になっている。ただし、一階は武者走りにも畳が敷いていた。⑤各部屋には敷
居があり、襖が入っていた。⑥床の間が各階にある。追加：松山城に使われている大量の
「石」をどこから切り出したのか、いまだ謎である。（詳しくはＨＰをご覧になって下さい。）
古切手・ベルマークの収集箱を学生交流スペースに設置しました。
ご協力をお願いします。

−８−

視聴学習・図書室からのお知らせ
●ＢＳ放送が受信できない、またはインターネット環境がないなど、ご家庭等に放送授業を視聴す
る環境がない場合でも放送教材（ＤＶＤ・ＣＤ）を郵送にて放送大学本部からご自宅に取寄せる
ことができます。
（送料は学生負担）

詳しくは、愛媛学習センター利用の手引８ページから10ページをご覧ください。
★貸 出 数：５巻以内
★貸出期間：14日間（本州在住）／ 18日間（本州以外在住）
※上記の日数には、放送大学本部からの発送日及び返却到着日を含みます。

システムＷＡＫＡＢＡを使ってインターネット配信の放送授業の
視聴や単位認定試験問題・解答（過去1年分のみ）の閲覧ができます！
放送大学ホームページにアク
セス、システムＷＡＫＡＢＡ
をクリックする。

クリック

ログインＩＤ：学生番号（ハ
イフンなし）及びパスワード
を入力しログインする。

システムＷＡＫＡＢＡが開い
たら学内リンクよりそれぞれ
選んでクリックする。

放送授業
視聴

過去問題
閲覧
※インターネット環境がある方はぜひご活用下さい！

−９−
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印…センター閉所日
印…面接授業
印…単位認定試験期間

所

日

臨時閉所日

毎週月曜日・祝日
７月22日㈭ 海の日
７月23日㈮ スポーツの日
８月８日㈮ 山の日
９月23日㈭ 秋分の日
８月13日㈮・14日㈯・15日㈰

第２学期学生募集要項配布・出願受付
〈教養学部〉 全科生・選科生・科目生
〈大 学 院〉 修士選科生・修士科目生
出願受付
〈第 １ 回〉 ６月10日㈭〜８月31日㈫
〈第 ２ 回〉 ９月１日㈬〜９月14日㈫
面接授業
７月３日㈯・４日㈰

1
4

教務スケジュール

７月10日㈯・11日㈰

経済学入門
初めての臨床心理学
英語コミュニケーション方略
円周率の計算法
心理学実験３
心理学実験１

７月24日㈯・25日㈰
単位認定試験
単位認定試験成績通知

７月13日㈫〜７月20日㈫
８月下旬頃

第２学期科目登録申請期間
①郵送による申請
８月15日㈰〜８月30日㈪ 大学本部必着
②システムWAKABAによる申請
８月15日㈰ 9：00 〜 ８月31日㈫ 24：00

今回Zoomに変更になった面接授業に参加され
た80代の学生さんは遠方のご家族との会話など、
Zoomのご経験もおありとのことでしたが、授業
での参加となると少し勝手が違ったようです。し
かしシステムＷＡＫＡＢＡへのログインやキャン
パスメールへのアクセスなど、ひとつひとつ克服
され、授業当日それは楽しそうに受講されていま
した。
その粘り強く学ばれる姿に頭が下がるととも
に、時に少年のような笑顔をみせられるその方の
若さの秘密はこの学びに対する姿勢にあるのだな
と思わされました。
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